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新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について 
 

 本県では、令和２年１１月以降深刻な感染状況が続いており、国においては、令和３年

１月７日に緊急事態宣言を発出し、１都３県が対象区域とされました。 

そのため、本県においても、引き続き感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等

対策特別措置法（以下、「特措法」という。）第２４条第９項に基づき、１月８日から２月

２８日までの間、次に掲げる感染拡大防止対策への協力を要請します。 

なお、今回の協力要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合

があります。 

感染拡大防止に向け、全ての山梨県民の皆様、全ての施設・事業者等の皆様に、特段の

御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。 

 
令和３年１月７日 

（令和３年１月１４日改訂） 
           山梨県知事 長崎 幸太郎 

 

１ 山梨県民の皆様へ 

（１） 日常生活を営むに当たり、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの基本

的な感染対策を徹底するとともに、十分な換気に配慮するよう要請します。 

（２） 人混みへの外出、密閉・密集・密接の「三つの密」のある場への外出、別紙 1 に

掲げる休業等の協力要請を行う施設への外出を自粛するよう要請します。 

（３） 令和３年２月７日まで、やむを得ない事情がある場合を除き、緊急事態宣言の対

象区域となる特定都道府県（栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県）への移動を自粛するよう要請します。 

あわせて、特定都道府県以外への移動についても、移動先の感染状況を踏まえて

慎重な判断を行うよう要請します。 

やむを得ない事情で移動する場合においても、大人数での会食や不特定多数の人

が集まる場への参加など、感染リスクの高い行動を自粛するよう要請します。 

また、特定都道府県における特措法第４５条第１項に基づく移動自粛の要請を踏

まえ、特定都道府県の在住者に対しては、やむを得ない事情がある場合を除き、本

県へ来訪しないよう要請します。 

（４） 基本的な感染防止対策の行われていない大人数での会食については、自粛するよ

う要請します。 

会食に際しては、基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用は避け、山

梨県が２（２）により休業等の協力要請を個別に解除した施設又は事業者が行う感

染防止対策が山梨県が示す基準に適合しているものとして認証する制度（やまなし

グリーン・ゾーン認証制度）により認証を受けた施設を利用するとともに、当該施

設が定める感染防止ルールを厳守するよう要請します。 

（５） スマートフォンを活用して感染者と接触した可能性がわかる接触確認アプリ（略

称：ＣＯＣＯＡ）の利用を進めるよう要請します。 



- 2 - 

 

２ 事業者の皆様へ 

（１） 山梨県内に所在する対象施設（別紙１）の管理者及びイベント等の主催者に対し、

施設の使用停止又は催物の開催停止を要請します。 

（２） 上記の協力要請は、協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡

大予防ガイドラインが山梨県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守する別紙

２に掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。この場

合にあっても、個々の施設において感染が確認された場合又は感染防止対策が徹底

されていないことが確認された場合においては、改めて当該施設に対して休業等の

協力要請を行います。 

（３） その他適切な感染防止対策の徹底の協力を要請する施設（別紙３）の管理者に対

しては、特に徹底が必要な内容への協力を要請します。 

このうち、飲食業、宿泊業などやまなしグリーン・ゾーン認証制度の対象となる

施設の管理者に対しては、速やかに認証を受けるよう要請します。 

（４）  全ての施設・事業所等において、別紙４に示す適切な感染防止対策に加え、国に

おいて示された業種別のガイドラインに基づく適切な感染防止対策を講ずるととも

に、人との接触の機会を削減するための配慮や工夫を講じるよう要請します。 

（５） ２（１）により使用停止の協力を要請した施設（別紙１）を除く施設等における

イベント等の開催については、その目安を別紙５に示すとおりとし、感染拡大のリ

スクへの対応が整わない場合には中止又は延期するよう要請します。 

 

３ 市町村長の皆様へ 

市町村の区域内の住民及び事業者に対し、基本的な感染防止対策の徹底を呼びかける

とともに、次の事項を実施するよう要請します。 

① 市町村の区域内の住民に対し、基本的な感染防止対策が行われてない施設の利用自

粛を呼びかけること。 

特に、会食に際しては、山梨県が２（２）により休業等の協力要請を個別に解除した

施設又はやまなしグリーン・ゾーン認証制度により山梨県が感染防止対策を認証した

施設の利用とともに、当該施設が定める感染防止ルールの厳守を求めること。 

② 山梨県と協働して、市町村の区域内に所在する別紙１に掲げる施設の管理者に対し、

２（１）の休業等の協力要請を周知徹底することに併せて、２（２）の休業等の協力要

請の個別解除を受けるよう働きかけるとともに、やまなしグリーン・ゾーン認証制度

の対象施設の管理者に対し、認証を受けるよう働きかけること。 
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別紙１ 休業等の協力要請を行う施設 
 

施設の種類 内訳 協力要請内容 

劇場等 劇場、映画館、プラネタリウム 等 

施設の使用停止
及び催物の開催
停止の協力要請 
 
 
〇上記の協力要
請は、協力要請
期間中において
も、各業界団体
等の作成する感
染拡大予防ガイ
ドラインが山梨
県が別途示す基
準に適合し、こ
れを適切に遵守
する別紙２に掲
げる施設等につ
いては、使用停
止等の協力要請
を個別に解除す
る 

集会・展示施設 集会場、展示場、貸会議室 等 

大 規 模 集 客 施
設 及 び そ れ に
類 す る と 認 め
られる施設 

生活必需物資の小売関係等以外の店舗や、生活必
需サービス以外のサービスを提供する施設（観光
施設等を含む。） 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。） 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 

運動施設 
（屋内） 

フィットネスクラブ、体育館、武道場 等 
※ 屋外施設は対象外とする。 

遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど
の遊技場、テーマパーク 等 

遊興施設 

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー・
スナック（接待又はカラオケを伴うものに限る。）、
個室付浴場業に係る公衆浴場、個室ビデオ店、ネ
ットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、勝馬
投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 

学習塾等 学習塾、英会話教室、音楽教室 等 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 
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別紙２ 休業等の協力要請を個別に解除した施設 

 

※令和 3年 1 月 13 日時点（1 月 14 日解除分まで） 

施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊技施設 パチンコ屋 山梨県遊技業協同組合に加盟する以下のパチンコ屋 

令和 2 年 
5 月 12 日 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 甲府本店(甲府市中央 4-3-5) 

遊技施設 パチンコ屋 PIA1000KOKUSAI(甲府市徳行 3-1282-1) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン甲府中央 店(甲府市中央 1-9-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ノルンスロットプラザ甲府店(甲府市徳行 4-12-5) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲府アルプス通り店(中巨摩郡昭和町清水新居 79) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲府上阿原店(甲府市上阿原 425) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲府国⺟店(甲府市国⺟ 6-1-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲府昭和通り店(中巨摩郡昭和町飯喰 1351-1) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 大里店(甲府市宮原町 226-2) 

遊技施設 パチンコ屋 KOKUSAI530KOKUSAI(中央市⻄花輪 3054-1) 

遊技施設 パチンコ屋 トランプトランプ(中巨摩郡昭和町清水新居 1-4) 

遊技施設 パチンコ屋 ニチエイ国⺟バイパス店(甲府市国⺟ 7-12-43) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューアサヒ甲府昭和店(中巨摩郡昭和町清水新居 161-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューアサヒ甲府南店(甲府市上今井町 1112-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ∞(甲府市住吉 5-2-7) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューパレス(甲府市朝気 3-15-8) 

遊技施設 パチンコ屋 ノルンプラザ田富 店(中央市山之神 3633-1) 

遊技施設 パチンコ屋 やすみ時間甲府⻘葉店(甲府市⻘葉町 11-32) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン甲府店(甲府市国⺟ 8-20-10) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲斐敷島店(甲斐市中下条 2012-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 韮崎⻯岡店(韮崎市龍岡町若尾新田 833-1) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU ⻯王店(甲斐市⻯王 1238) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨韮崎店(韮崎市栄 1-8-30) 

遊技施設 パチンコ屋 タイホー双葉(甲斐市下今井 2948-4) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤパート 3.(甲斐市大下条 631) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ⻯王店(甲斐市富竹新田 1925-1) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン韮崎店(韮崎市若宮 2-13-5) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン高根店(北杜市高根町箕輪新町 1763-4) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン⻑坂店(北杜市⻑坂町大⼋田 3827-1) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 南アルプス店(南アルプス市⻄南湖 390) 

遊技施設 パチンコ屋 ザ 720KOKUSAI(南アルプス市和泉 963-2) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨南アルプス店(南アルプス市桃園 1070-1) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン南アルプス店(南アルプス市下今井 311-2) 

遊技施設 パチンコ屋 プレイゾーン白鳳(南巨摩郡身延町飯富 2058) 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 笛吹石和店(笛吹市石和町松本 637-1) 

令和 2 年 
5 月 12 日 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 石和店(笛吹市石和町窪中島 587-15) 

遊技施設 パチンコ屋 GETS(笛吹市一宮町東原 304-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨笛吹店(笛吹市石和町今井 201) 

遊技施設 パチンコ屋 チャンピオン フォレスト(笛吹市石和町窪中島 587-19) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン石和店(笛吹市石和町唐柏 1045) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン(甲州市塩山下於曽 1338-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイマル(甲州市塩山熊野 70-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ塩山店(甲州市塩山下塩後 538-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ山梨 店(山梨市南 1183) 

遊技施設 パチンコ屋 AKASAKA(富士吉田市新倉 2681-1) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 富士吉田店(富士吉田市下吉田 9-41-20) 

遊技施設 パチンコ屋 WONDER AKASAKA(富士吉田市下吉田 9-30-5) 

遊技施設 パチンコ屋 寿楽忍野店(南都留郡忍野村内野 244) 

遊技施設 パチンコ屋 No.1 富士吉田 店(富士吉田市松山 1595) 

遊技施設 パチンコ屋 パーラー・ラッキー(富士吉田市大明見 2-22-34) 

遊技施設 パチンコ屋 ビクトリー(富士吉田市中曽根 1-1-18) 

遊技施設 パチンコ屋 やすみ時間富士吉田店(富士吉田市松山 1218) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 田野倉店(都留市田野倉 146-1) 

遊技施設 パチンコ屋 グランドチャンピオン(都留市田野倉神出 257-1) 

遊技施設 パチンコ屋 寿楽田野倉店(都留市田野倉 958-1) 

遊技施設 パチンコ屋 デルダス都留店(都留市田原 2-15-8) 

遊技施設 パチンコ屋 パーラーチャンピオン(大月市駒橋 3-3-20) 

遊技施設 パチンコ屋 パーラーワールドチャンピオン(都留市法能 696) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン上野原店(上野原市上野原 2091-1) 

遊技施設 パチンコ屋 スバルセンター(上野原市松留 12-2) 

運動施設 フィットネスジム T-MARC（甲斐市⻄⼋幡 1707-5） 

令和 2 年 
5 月 13 日 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ⻯王（甲斐市⽟川 181） 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ甲府（甲府市湯村 3-13-6） 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ⻘葉（甲府市⻘葉 9-12） 

運動施設 スイミング ブルーアース甲府（甲府市大里 1040-1） 

運動施設 スイミング ブルーアース敷島（甲斐市大下条 750-1） 

運動施設 スイミング ブルーアース甲⻄（南アルプス市東南湖 1095） 

運動施設 スイミング ブルーアース石和（笛吹市石和町四日市場 1825） 

運動施設 スイミング ブルーアース山梨（山梨市鴨居寺 561） 

運動施設 スイミング ブルーアース櫛形（南アルプス市小笠原 1311） 

運動施設 スイミング ブルーアーススポーツスパ（昭和町清水新居 1089-1） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

運動施設 スイミング フジヤマスイミングスクール（富士吉田市上暮地 2-4-16） 

令和 2 年 
5 月 13 日 

運動施設 スイミング なかだてスイミングスクール（甲府市相生 3-7-11） 

運動施設 スイミング スポーツ 1 塩山（甲州市下塩後 227） 

運動施設 スイミング スポーツ 1 富士吉田（富士吉田市新⻄原 2-14-12） 

運動施設 ボウリング場 ダイトースターレーン双葉（甲斐市下今井 3681-1） 

運動施設 ボウリング場 大丸パークレーンズ（中央市下河東 3053-1 イオンタウン中
央東） 

運動施設 ボウリング場 スポルトコスモボウル（南アルプス市小笠原 1224-10） 

運動施設 ボウリング場 都留ファミリーボウル（都留市上谷 6-7-13） 

遊技施設 ゲームセンター プレイタウンパル富士吉田店（富士吉田市新⻄原 4-12-15） 

学習塾等 自動車教習所 岳麓自動車教習所（富士吉田市上吉田 4853-1） 

学習塾等 自動車教習所 韮崎自動車教習所（韮崎市中島二丁目 8-73） 

学習塾等 自動車教習所 峡南自動車教習所（南巨摩郡富士川町最勝寺 1538） 

学習塾等 自動車教習所 湯村自動車学校（甲府市塩部二丁目 2-15） 

学習塾等 自動車教習所 南部自動車教習所（南巨摩郡南部町内船 8900） 
大規模集客施
設等 店舗 山梨県地場産業センター（甲府市東光寺 3 丁目 13-25） 令和 2 年 

5 月 14 日 運動施設 フィットネスジム ダンススタジオリサグラシアス（甲府市下小河原町 279-1） 

運動施設 フィットネス/スイミング コア・スポーツプラザ（富士吉田市上吉田東 2-3-11） 

令和 2 年 
5 月 15 日 

運動施設 フィットネスジム 歩楽ふうが甲府上今井（甲府市上今井町 681-12） 

運動施設 フィットネスジム （株）ピープル（甲斐市富竹新田 1635-1） 

運動施設 フィットネスジム ブルーアーススポーツ・スパ店(中巨摩郡昭和町清水新居
1089-1) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース敷島店(甲斐市大下条 750-1) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース櫛形店(南アルプス市小笠原 1311) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース石和店(笛吹市石和町四日市場 1825) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース山梨店(山梨市鴨居寺 561) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース富士河口湖店(南巨摩郡富士河口湖町船津
5540) 

運動施設 フィットネスジム MY-BODY 山梨中央店(中央市下河東 3053-1) 

運動施設 フィットネスジム MY-BODY 甲斐⻯王店(甲斐市富竹新田 1714-1) 

運動施設 フィットネスジム MY-BODY 富士川店(南巨摩郡富士川町⻘柳町 973-1) 

学習塾等 学習塾 株式会社サンキョー（甲斐ゼミナール・甲斐大学予備校）（甲
府市武田 1-2-19） 

大規模集客施
設等 ショッピングモール イオンモール甲府昭和（中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1） 

令和 2 年 
5 月 16 日 

大規模集客施
設等 百貨店 岡島百貨店（甲府市丸の内一丁目 21 番 15 号） 

運動施設 クライミングジム クライミングジム・ピラニア南アルプス店（南アルプス市十
五所 715-1） 

運動施設 クライミングジム クライミングジム・ピラニア富士吉田店（富士吉田市上吉田
4235-1） 

運動施設 クライミングジム クライミングジム・ピラニア石和店（笛吹市石和町井⼾ 336-
2） 

運動施設 フィットネス/スイミング 天然温泉付フィットネスクラブWell 21（甲府市大里町1490-
3） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

運動施設 フィットネス/スイミング ホリデイスポーツクラブ甲府（甲府市飯田 3-4-26） 令和 2 年 
5 月 16 日 運動施設 スイミング ブルーアース富士河口湖店(南都留郡富士河口湖町船津

5540) 
運動施設 フィットネスクラブ フジヨシダヤマイチスポーツクラブ（富士吉田市上暮地 2-

4-16） 

令和 2 年 
5 月 17 日 

運動施設 フィットネスクラブ フィッツスポーツクラブ⻯王（甲斐市⽟川 181） 

運動施設 フィットネスクラブ フィッツスポーツクラブ甲府（甲府市湯村 3-13-6） 

運動施設 フィットネスクラブ フィッツスポーツクラブ⻘葉（甲府市⻘葉町 9-12） 

運動施設 フィットネスクラブ ⻘葉スポーツガーデン（甲府市⻘葉町 8-40） 

運動施設 フィットネスクラブ サイボディ響ヶ丘店（甲斐市龍地 3649 年 1 月 2 日） 

運動施設 フィットネスクラブ サイボディ昭和店（中巨摩郡昭和町飯喰 1128-3） 

運動施設 フィットネス/スイミング メディカルフィットネスプラーナ（都留市四日市場 188） 
運動施設／遊
技施設 

ボウリング場／ゲームセ
ンター 

ラウンドワン山梨石和店（笛吹市石和町広瀬 737-1） カラ
オケ部分は除く 

遊技施設 ゲームセンター ゲームパニック甲府店(甲府市国⺟ 5-20-24） 

運動施設 フィットネスクラブ StretchStudio リアライメント（甲府市富竹 1-12-3） 
令和 2 年 

5 月 18 日 運動施設 フィットネスクラブ エニタイムフィットネス甲府国⺟店（甲府市国⺟ 1-21-13） 

運動施設 フィットネスクラブ 中楯スポーツセンター（甲府市相生 3-7-11） 
大規模集客施
設等 駅ビル セレオ甲府（甲府市丸の内 1-1-8） 令和 2 年 

5 月 19 日 
集会・展示施設 貸会議室 山梨県立国際交流センター（甲府市飯田 2-2-3） 

令和 2 年 
5 月 20 日 

運動施設 フィットネスクラブ コンディショニング&フィットネスライズ（甲府市大里町
4144-4） 

運動施設 フィットネスクラブ メディコス（南アルプス市桃園 1717-1） 

運動施設 スイミング 白根 B＆G 海洋センター（南アルプス市百々3468-65） 

遊技施設 ゲームセンター/室内遊園
地 

ラザウォーク甲斐双葉アミューズメント棟（甲斐市志田字
柿木 616-1） 

大規模集客施
設等 ショッピングモール ラザウォーク甲斐双葉本体棟（甲斐市志田字柿木 645-1） 

令和 2 年 
5 月 21 日 

運動施設 フィットネス/スイミング 天然温泉付フィットネスクラブWell 21（甲府市大里町1490-
3） 

運動施設 フィットネスクラブ CrossFit 甲府（甲府市大里町 1490-3） 

運動施設 フィットネスクラブ ブルーアース甲⻄店（南アルプス市東南湖 1095） 

運動施設 フィットネスクラブ ブルーアース甲府店（甲府市大里町 1040-1） 

遊技施設 ゲームセンター プラサカプコン甲府店（中巨摩郡昭和町⻄条 3717） 

劇場等 映画館 シアターセントラル Be 館 1・2（甲府市中央 1-5-12） 

令和 2 年 
5 月 22 日 

劇場等 映画館 甲南劇場（甲府市幸町 16-23） 

劇場等 映画館 TOHO シネマズ甲府（中巨摩郡昭和町飯喰 1501-1） 

劇場等 映画館 塩山シネマ（甲州市塩山上於曽 1138-1） 

集会・展示施設 貸会議室 恩賜林記念館（甲府市丸の内 1-5-4） 

集会・展示施設 展示場／貸会議室 ⼋ヶ岳自然ふれあいセンター（北杜市大泉町⻄井出石堂
8240-1） 

大規模集客施
設等 公園 笛吹川フルーツ公園（山梨市江曽原 1488） 
大規模集客施
設等 大型リユース商業施設 ブックオフプラス田富昭和通り店（中央市山之神 3356-1） 
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運動施設 体育館等 山梨県緑が丘スポーツ公園（甲府市緑が丘 2-8-2） 

令和 2 年 
5 月 22 日 

運動施設 フィットネスクラブ カーブスイッツモア一宮（笛吹市一宮町竹原田 1333） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス甲府岡島（甲府市丸の内 1-21-15） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス韮崎（韮崎市若宮 1-2-54） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス甲斐⻯王（甲斐市富竹新田 1184） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス中央昭和（中巨摩郡昭和町河⻄ 1164-5） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス富士五湖（南都留郡富士河口湖町船津 6842-1） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス北杜（北杜市高根町五町田 27） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス南甲府（甲府市中小河原町 536-1） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス都留（都留市上谷 5-9-18） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブスオギノ貢川（甲府市徳行 1-2-18） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブストライアル南アルプス（南アルプス市小笠原 1423-
1） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス甲府池田（甲府市池田 1-3-23） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス富士吉田（富士吉田市下吉田東 4-1-16） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブスオギノバリオ（甲府市朝気 3-1-12） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス甲州塩山（甲州市塩山下於曽 1538） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブスイオン石和（笛吹市石和町駅前 16-1） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス富士川町（南巨摩郡富士川町⻘柳町 1126-1） 

運動施設 フィットネスクラブ スポーツクラブジョイフィット甲府（甲府市住吉 3-30-5） 

遊技施設 ゲームセンター アミュージアム河口湖店（南都留郡富士河口湖町船津 2986） 

遊技施設 ゲームセンター アミュージアム南アルプス店（南アルプス市小笠原 1423-1) 

劇場等 音楽ホール 清里の森（北杜市高根町清里 3545-1） 

令和 2 年 
5 月 23 日 

集会・展示施設 展示場 県立まきば公園（北杜市大泉町⻄井出 8240-1） 

集会・展示施設 展示場／貸会議室等 山梨県森林公園金川の森（笛吹市一宮町国分 1162-1） 

集会・展示施設 展示場／貸会議室等 武田の杜保健休養林（甲府市山宮町片山 3371） 

運動施設 フィットネスクラブ K＆G スポーツクラブ（甲府市上石田 3-8-6） 

運動施設 フィットネスクラブ スポーツワン塩山校（甲州市塩山下塩後 227） 

運動施設 体育館等 小瀬スポーツ公園（甲府市小瀬町 840） 

運動施設 体育館等 富士北麓公園（富士吉田市上吉田立石 5000） 

遊技施設 テーマパーク 富士急ハイランド（富士吉田市新⻄原 5-6-1） 

遊技施設 テーマパーク 富士すばるランド（南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾
6663-1） 

学習塾等 学習塾 秀英予備校新山梨本部校（甲府市丸の内 2-15-12） 

運動施設 射撃場 県立⼋代射撃場（笛吹市⼋代町竹居 5737） 

令和 2 年 
5 月 24 日 

遊興施設 カラオケボックス Smile×Smile 都留店（都留市上町 6-11-20） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケいろえんぴつ（南都留郡富士河口湖町船津 6713-
12） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケスタジアム山梨店（山梨市落合 264） 
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遊興施設 カラオケボックス カラオケスタジアム甲府アルプス通り店（甲府市徳行 2-5-
9） 

令和 2 年 
5 月 24 日 

遊興施設 カラオケボックス カラオケスタジアム都留店（都留市法能 1008-1） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケスタジアム甲府北口店（甲府市元紺屋町 3-12） 

遊興施設 カラオケボックス 都留ファミリーボウル（都留市上谷 6-7-13） 

遊興施設 カラオケボックス ペルシャ館石和店（笛吹市石和町四日市場 1608-2） 

遊興施設 カラオケボックス フラココ甲府店（甲府市城東 5-5-16） 

遊興施設 カラオケボックス フラココ石和店（笛吹市石和町四日市場 1748-11） 

遊興施設 カラオケボックス フラココ昭和店（中巨摩郡昭和町清水新居 1344） 

遊興施設 カラオケボックス まねきねこ韮崎店（韮崎市藤井町駒井 2656） 

遊興施設 カラオケボックス まねきねこ甲府アルプス通り店（甲府市徳行 2-12-15） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケバンバン南アルプス店（南アルプス市小笠原 1224-
10） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケバンバン甲府駅前店（甲府市丸の内 1-2-10） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケバンバン甲府南⻄通り店（甲府市徳行 2-17-6） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府駅南店（甲府市丸の内 2-7-11） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府バイパス店（甲府市上阿原町 482） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー富士急ハイランド駅前店（南都留郡富士河口
湖町船津 6663-11） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー敷島店（甲斐市中下条 991-1） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー山梨市駅前店（山梨市上神内川 15-1） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府南店（甲府市上今井町 661-1） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー増穂店（南巨摩郡富士川町⻘柳 1333-1） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー塩山店（甲州市塩山下於曽 1714-4） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー大月店（大月市駒橋 1-2-31） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府駅南口中央店（甲府市丸の内 1-17-2） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府岡島百貨店前店（甲府市中央 1-6-3） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー富士吉田店（富士吉田市新⻄原 4-12-15） 

遊興施設 カラオケボックス コート・ダジュール田富リバーシティ店（中巨摩郡昭和町河
⻄ 1063-1） 

遊興施設 カラオケボックス コート・ダジュール甲府昭和店（中巨摩郡昭和町⻄条 71-1） 

遊興施設 カラオケボックス 快活 CLUB 甲府上阿原店（甲府市上阿原町 455-1） 

遊興施設 カラオケボックス ラウンドワン山梨・石和店（笛吹市石和町広瀬 737-1） 

学習塾等 英会話教室 ユニタス甲府本校校舎（甲府市宝 1-20-22） 

集会・展示施設 貸会議室 県立中小企業人材開発センター（甲府市大津町 2130-2） 

令和 2 年 
5 月 25 日 

運動施設 フィットネスクラブ アルペンフィットネスクラブ甲府（甲府市上阿原町 345-1） 

運動施設 プール/フィットネス 丘の公園アクアリゾート清里（北杜市高根町清里 3545-5） 

遊技施設 ゲームセンター 岡島甲府店プレイランド（甲府市丸の内 1 丁目 21-15） 

集会・展示施設 貸会議室 県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）（甲府市朝気
1-2-2） 令和 2 年 

5 月 26 日 集会・展示施設 貸会議室 県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ峡南）（南巨摩郡南
部町内船 9353-2） 
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集会・展示施設 貸会議室 県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ富士）（都留市中央
3-9-3） 

令和 2 年 
5 月 26 日 

大規模集客施
設等 ショッピングモール アピタ石和店（笛吹市石和町窪中島 154） 

運動施設 屋内テニス場 エストテニスクラブ甲府（甲府市里吉 3-8） 

運動施設 屋内テニス場 エストテニスクラブ⼋田（南アルプス市下高砂 305） 

集会・展示施設 貸会議室 協同組合山梨県流通センター（中央市流通団地 2-6-1） 

令和 2 年 
5 月 27 日 

集会・展示施設 貸会議室 山梨県 JA 会館（6 階貸会議室）（甲府市飯田 1-1-20） 

運動施設 スイミング ⽟幡公園総合屋内プール（甲斐市⻄⼋幡 1896-2） 

運動施設 スイミング 敷島 B&G 海洋センター（甲斐市島上条 2527-1） 

運動施設 スイミング 双葉 B&G 海洋センター（甲斐市宇津谷 1957） 

集会・展示施設 貸会議室 防災新館オープンスクエア（甲府市丸の内 1-6-1） 令和 2 年 
5 月 28 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 常磐ホテル（甲府市湯村 2-5-21） 

令和 2 年 
5 月 29 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル⼋田（笛吹市石和町川中島 1607） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテルやまなみ（笛吹市石和町駅前 15-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル白根（南アルプス市飯野 3658-2） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 石和健康ランド（笛吹市石和町松本 868） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 清泉寮（北杜市高根町清里 3545） 

運動施設 フィットネスクラブ MIRAfitness イッツモア一宮 SC 店（笛吹市一宮町竹原田
1333） 

運動施設 フィットネスクラブ MIRAfitness 甲府上阿原店（甲府市上阿原町 422-1） 

運動施設 フィットネスクラブ MIRAfitness 甲府国⺟店（甲府市国⺟ 7-11-7） 

運動施設 卓球場 MIRAsmash 甲府国⺟店（甲府市国⺟ 7-11-7） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） スパランドホテル内藤（笛吹市石和町四日市場 1690） 

令和 2 年 
5 月 30 日 遊興施設 バー・スナック すなっく心（甲府市千塚 3-4-25） 

遊興施設 場外車券売場 複合型場外販売施設「双葉」（甲斐市下今井 2998） 

運動施設 フィットネスクラブ 健康工房フロー（中巨摩郡昭和町清水新居 1655） 令和 2 年 
6 月 1 日 

集会・展示施設 公会堂 YCC 県⺠⽂化ホール（県立県⺠⽂化ホール）（甲府市寿町 26-
1） 

令和 2 年 
6 月 2 日 

集会・展示施設 貸会議室／体育館等 県立⻘少年センター（甲府市川田町 517） 

集会・展示施設 展示場／プラネタリウム 県立科学館（甲府市愛宕町 358-1） 

集会・展示施設 貸会議室 県立図書館（甲府市北口 2-8-1） 

集会・展示施設 貸会議室 生涯学習推進センター（甲府市丸の内 1-6-1 ） 
大規模集客施
設等 

百貨店／フィットネスク
ラブ 

富士吉田富士急ターミナルビル「QーSTA」「フジヤマフィッ
トネスヴィーナスライフ」（富士吉田市上吉田 2-5-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 県立愛宕山少年自然の家（甲府市愛宕町 358-1） 

ホテル・旅館 
ホテル又は旅館（集会の用

に供する部分）／体育
館等 

県立⼋ヶ岳少年自然の家（北杜市高根町清里 3545） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 県立ゆずりはら⻘少年自然の家（上野原市棡原 13880） 
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運動施設 フィットネスクラブ STYLEPLUS GYM（富士河口湖町船津 5119-2） 令和 2 年 
6 月 2 日 

大規模集客施
設等 ショッピングセンター オギノリバーシティショッピングセンター（中央市山之神

1122） 

令和 2 年 
6 月 3 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 甲府記念日ホテル（甲府市湯村 3-2-30） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 柳屋（甲府市湯村 3-16-2） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 湯志摩の郷楽水園（甲府市湯村 1-11-5） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 湯〜とぴあ（甲斐市富竹新田 1300-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテルうかい（笛吹市石和町市部 307） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 石和常磐ホテル（笛吹市石和町川中島 1607-14） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル千石（笛吹市石和町川中島 545） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 旅館深雪温泉（笛吹市石和町市部 822） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル昭和（中巨摩郡昭和町⻄条 3682-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 風のテラス KUKUNA（南都留郡富士河口湖町浅川 70） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 大棟苑（笛吹市春日居町小松 855-123） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 嵯峨塩館（甲州市牛奥 5532） 

遊技施設 ゲームセンター アミューズメントプラザ・ゲーム Q 店（富士吉田市上吉田
2-5-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 華やぎの章慶山（笛吹市石和町市部 822） 

令和 2 年 
6 月 5 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 華やぎの章甲斐路（笛吹市石和町川中島 1607-40） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 和風旅館峯（笛吹市石和町川中島 495-2） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル平安（笛吹市石和町川中島 538） 

運動施設 クライミングジム ボルダリングジム Grappa（甲斐市⻯王 1106-3） 

遊技施設 ダーツ／ビリヤード B-GARAGE 岡島百貨店前店（ビッグエコー内付帯遊技施設）
（甲府市中央 1-6-3） 

遊技施設 ダーツ／ビリヤード B-GARAGE 富士吉田店（ビッグエコー内付帯遊技施設）（富
士吉田市新⻄原 4-12-15） 

劇場等 劇場 桜座（甲府市丸の内 1-1-7） 
令和 2 年 

6 月 6 日 集会・展示施設 貸会議室 農業共済会館（甲府市宝 1-21-20） 

遊興施設 バー・スナック カラオケ＆カフェ純⼦（中巨摩郡昭和町⻄条 4307-5） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 弘法湯（甲府市湯村 3-16-16） 

令和 2 年 
6 月 9 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル古柏園（笛吹市石和町市部 822） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 富士レークホテル（南都留郡富士河口湖町船津 1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル春日居（笛吹市春日居町小松 855） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル神の湯温泉（甲斐市⻯地 17） 

集会・展示施設 住宅展示場 昭和住宅公園（中巨摩郡昭和町⻄条 130） 令和 2 年 
6 月 10 日 
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集会・展示施設 住宅展示場 甲府住宅公園（甲府市上町 2016） 
令和 2 年 

6 月 10 日 集会・展示施設 住宅展示場 富士吉田住宅公園（富士吉田市下吉田東 1-10-10） 

遊技施設 室内遊園地 スキッズガーデン甲府昭和店（中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1） 
集会・展示施設
等 貸会議室/スタジオ ⽂化センターペアーレ山梨（甲府市南口町 1-40） 

令和 2 年 
6 月 11 日 

大規模集客施
設等 店舗等 こみたけ売店（富士吉田市上吉田小御岳下 5617） 
大規模集客施
設等 店舗等 富士山みはらし（富士吉田市上吉田小御岳下 5617-12） 
大規模集客施
設等 店舗等 冨士山小御嶽神社（富士吉田市上吉田小御岳下 5617） 
大規模集客施
設等 店舗等 富士急雲上閣（南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1） 
大規模集客施
設等 店舗等 五合園レストハウス（南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1） 
大規模集客施
設等 店舗等 奥庭荘（南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 旅館明治（甲府市湯村 3-10-14） 

令和 2 年 
6 月 13 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 古名屋ホテル（甲府市中央 1-7-15） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル談露館（甲府市丸の内 1-19-16） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 石和名湯館 糸柳（笛吹市石和町駅前 13-8） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル 花いさわ（笛吹市石和町松本 1409） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 木創りの宿 きこり竹林庭瑞穂（笛吹市石和町川中島 325） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 石和びゅーほてる（笛吹市石和町川中島 1607） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 若草の宿丸栄（南都留郡富士河口湖町小立 498） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 

レイクランドホテル みづのさと（南都留郡富士河口湖町小
立 1070） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 山中湖ザ・ホテルフジヤマ（南都留郡山中湖村平野 508-282） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分） Royal Hotel ⼋ヶ岳（北杜市大泉町⻄井出 8240-1039） 

運動施設 フィットネスクラブ RIZAP 甲府店（甲府市丸の内 1-1-8 山梨交通ビル 6F） 

集会・展示施設 貸会議室 アピオ甲府（中巨摩郡昭和町⻄条 3600） 令和 2 年 
6 月 16 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテル吉野（甲府市湯村 3-11-14） 令和 2 年 

6 月 17 日 ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 旅館泉山荘（笛吹市石和町川中島 1607-169） 

遊興施設 バー・スナック スナック LUX（甲府市緑が丘 2-7-15） 令和 2 年 
6 月 18 日 

遊興施設 勝馬投票券発売所 石和場外勝馬投票券発売所（笛吹市石和町窪中島 1017-1） 令和 2 年 
6 月 19 日 集会・展示施設 貸会議室 ベルクラシック甲府（甲府市丸の内 1-1-17） 

集会・展示施設 展示場／貸会議室 アイメッセ山梨（甲府市大津町 2192-8） 令和 2 年 
6 月 26 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 美和田旅館（甲府市緑が丘 2-5-18） 令和 2 年 

6 月 27 日 ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) KKR 甲府  ニュー芙蓉（甲府市塩部 3-6-10） 
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ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテルふじ（笛吹市石和町川中島 192） 

令和 2 年 
6 月 27 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 旅館  喜仙（笛吹市石和町川中島 482） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 

大江⼾温泉物語  石和温泉 ホテル新光（笛吹市石和町⼋田
97） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 春日居びゅーほてる（笛吹市春日居町鎮目 178） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 撫岳荘（南都留郡山中湖村平野 508） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 本栖びゅーほてる（南都留郡富士河口湖町本栖 218-4） 

運動施設 フィットネスジム 24/7 ワークアウト甲府店（甲府市丸の内 2-1-5 新橋ビル
701 号室） 

運動施設 スケートリンク 小瀬スポーツ公園（甲府市小瀬町 840） 令和 2 年 
7 月 1 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテル鐘山苑（富士吉田市上吉田東 9-1-18） 令和 2 年 

7 月 3 日 
ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用

に供する部分) 富士緑の休暇村（南都留郡鳴沢村 8532-5） 令和 2 年 
7 月 4 日 ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用

に供する部分) エバーグリーン富士（富士吉田市上吉田 4658-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテルニューオオギ（⻄⼋代郡市川三郷町⿊沢 762） 令和 2 年 

7 月 8 日 
遊興施設 バー・スナック noble（甲府市中央 1-6-8） 令和 2 年 

7 月 15 日 遊興施設 バー・スナック VARUNA（甲府市中央 1-15-5） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 

山中湖畔荘 ホテル清渓（南都留郡山中湖村平野 506-
296） 

令和 2 年 
7 月 17 日 

遊興施設 バー・スナック CLUB HEARTS（甲府市中央 1-16-6） 
令和 2 年 

7 月 21 日 遊興施設 バー・スナック CLUB VOGUE（甲府市中央 1-20-15） 

遊興施設 バー・スナック bar 朋（甲府市中央 1-12-5） 

運動施設 屋内テニス場 ACE  Tennis Club（甲府市砂田町 3-20） 令和 2 年 
7 月 28 日 遊技施設 テーマパーク 河口湖オルゴールの森（南都留郡富士河口湖町河口 3077-

20） 
集会・展示施設 貸会議室／集会場 女神の森セントラルガーデン（北杜市小淵沢町 1578） 令和 2 年 

8 月 4 日 
ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用

に供する部分) 
ハイランドリゾート ホテル＆スパ（富士吉田市新⻄原 5-
6-1） 

令和 2 年 
8 月 7 日 

遊興施設 バー・スナック カラオケハウス ひるカラよるカラ（富士吉田市旭 2-4-
8） 

令和 2 年 
8 月 13 日 

遊興施設 バー・スナック カラオケサロン心音〜KOTONE〜（甲府市上石田 4-8-28） 令和 2 年 
8 月 15 日 

遊興施設 バー・スナック スナックゆうき（甲州市塩山熊野 120-1） 

令和 2 年 
8 月 20 日 

遊興施設 バー・スナック club EL Dorado（甲府市中央 1-12-5） 

遊興施設 バー・スナック スナック M（甲府市中央 1-2-5） 

遊興施設 バー・スナック Cocoro〜真心〜（甲府市中央 1-15-5） 

遊興施設 バー・スナック HIGHEST（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック adorerei（甲府市中央 1-15-9） 

遊興施設 バー・スナック エリーゼ（都留市つる 1-11-16） 
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遊興施設 バー・スナック Quiaime（甲府市中央 1-15-9） 

令和 2 年 
8 月 22 日 

遊興施設 バー・スナック BAR LOUNGE SOL（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック ラブキタ（甲府市中央 1-20-15） 

遊興施設 バー・スナック Club HANA 英 BUSA（甲府市丸の内 2-4-7） 

遊興施設 バー・スナック Club Sweet Heart（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック ピアノバー ニューウェル（韮崎市水神 1-1-7） 

遊興施設 バー・スナック PUB ティアラⅢ（甲府市富竹 2-2-3） 令和 2 年 
8 月 25 日 

遊興施設 バー・スナック スナック レイチェル（甲府市中央 1-2-4） 

令和 2 年 
8 月 26 日 

遊興施設 バー・スナック Bar Dolce（甲府市中央 1-20-15） 

遊興施設 バー・スナック club AQUARIUS（甲府市中央 1-12-3） 

遊興施設 バー・スナック バー フェアリーズ（甲府市中央 1-15-10） 

遊興施設 バー・スナック SAKURA LOUNGE（甲府市中央 1-15-7） 

遊興施設 バー・スナック club FAIRY TAIL 2（甲府市中央 1-2-10） 

遊興施設 バー・スナック Perch（甲府市中央 1-7-17） 

遊興施設 カラオケボックス MISSION 甲府駅前店（甲府市丸の内 2-16-1） 

令和 2 年 
8 月 27 日 

遊興施設 バー・スナック Bar LALA（甲府市丸の内 2-4-7） 

遊興施設 バー・スナック Garlsbar CLOVER（甲府市中央 1-17-9） 

遊興施設 バー・スナック RAINBOW HOUSE（甲府市中央 1-6-4） 

遊興施設 バー・スナック カフェ＆スナックなっちゃん（富士吉田市中曽根 2-10-
10） 

遊興施設 バー・スナック Lounge 麻美（甲府市中央 1-2-10） 

遊興施設 バー・スナック Club GINGER（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック 都（甲府市国⺟ 5-20-20） 

遊興施設 バー・スナック One Scene（甲府市国⺟ 5-20-20） 

遊興施設 バー・スナック CLUB LASH（甲府市中央 1-12-3） 

遊興施設 バー・スナック bisseru（甲府市中央 1-15-9） 

遊興施設 バー・スナック BAR R（甲府市中央 1-20-15） 

遊興施設 バー・スナック Club Honey（甲府市下石田 2-22-7） 

遊興施設 バー・スナック スナック NaNa（富士吉田市下吉田 3-20-34） 令和 2 年 
8 月 29 日 

遊興施設 バー・スナック 嵯峨野（中巨摩郡昭和町清水新居 1503） 

令和 2 年 
9 月 1 日 

遊興施設 バー・スナック Lounge 慧（甲府市中央 1-12-5） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ 10 AVERAGE（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック 若尾倶楽部（甲府市中央 1-1-14） 



- 15 - 

 

施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊興施設 バー・スナック 佑月（甲府市中央 1-2-5） 

令和 2 年 
9 月 1 日 

遊興施設 バー・スナック みかづき（甲府市中央 1-1-14） 

遊興施設 バー・スナック An（富士吉田市⻯ヶ丘 3-3-5） 

遊興施設 バー・スナック Pub Happy Night（甲府市中央 1-15-5） 

遊技施設 マージャン店 ゴールドセブン（甲府市中小河原 1-11-7） 令和 2 年 
9 月 2 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテルクラウンパレス甲府（甲府市朝気 1-2-1） 令和 2 年 

9 月 3 日 
遊興施設 バー・スナック GAGA（甲府市中央 1-15-5） 令和 2 年 

９月 4 日 
 遊興施設 バー・スナック スナックヴィーナス（南巨摩郡富士川町最勝寺 1094） 

遊興施設 バー・スナック ヴェルジュ（甲府市中央 1-16-6） 

令和 2 年 
９月５日 

遊興施設 バー・スナック FINE(甲府市中央 1-2-3） 

遊興施設 バー・スナック YOSHI（甲府市中央 1-1-6） 

遊興施設 バー・スナック Luana（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック je taime（甲府市中央 1-20-3） 

遊興施設 バー・スナック men's club stage（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック club joker(甲府市大里町 1114-1） 

遊興施設 バー・スナック BAR Link（甲府市中央 4-4-28） 

遊興施設 バー・スナック club Nao(甲府市中央 1-20-15） 

遊興施設 バー・スナック jeanne d'Arc（甲府市中央 1-6-4） 

遊興施設 バー・スナック club LaReine(甲府市中央 1-1-9) 

遊興施設 バー・スナック GrandClub LaReine(甲府市中央 1-1-9） 

遊興施設 バー・スナック club RUDAN(甲府市中央 1-6-2） 

遊興施設 バー・スナック R's style cafe（甲府市中央 1-1-6） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) かんぽの宿 石和（笛吹市石和町松本 348-1） 

令和 2 年 
９月 8 日 

遊興施設 バー・スナック Club Dress Rosa（甲府市中央 1-15-3） 

遊興施設 バー・スナック スナック ピアス（南アルプス市有野 4438） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ香澄（甲府市中央 1-2-4） 

遊興施設 バー・スナック For Ramble（甲府市中央 1-2-4） 令和 2 年 
９月 9 日 

遊興施設 バー・スナック Ciel（甲府市中央 1-16-6） 

令和 2 年 
９月 10 日 

遊興施設 バー・スナック Y（富士吉田市下吉田 3-10-8） 

遊興施設 バー・スナック Your Room（甲府市丸の内 2-1-10） 

遊興施設 バー・スナック ぎおん（富士吉田市下吉田 3-12-56） 

遊興施設 バー・スナック スナック居恋（都留市古川渡 558） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊興施設 バー・スナック カンティガ（甲府市中央 1-12-4） 

令和 2 年 
９月 12 日 

遊興施設 バー・スナック スナック Y（甲府市富竹 1-3-18） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ咲（甲府市中央 1-16-1） 

遊興施設 バー・スナック Lounge Cinderella（富士吉田市下吉田 3-11-8） 

遊興施設 バー・スナック Club ALICE（富士吉田市下吉田 3-11-8） 

遊興施設 バー・スナック MYR-まいる-（甲府市上石田 3-20-7） 

遊興施設 バー・スナック Shall 暖（甲府市中央 1-13-7） 

遊興施設 バー・スナック カラオケみちのく（甲州市塩山上於曽 2056-8） 

遊興施設 バー・スナック 赤い薔薇（甲府市中央 4-3-14） 令和 2 年 
９月 14 日 

遊技施設 マージャン店 あーるⅡ（甲府市国⺟ 3-11-20） 
令和 2 年 

９月 18 日 遊興施設 バー・スナック One Piece（富士吉田市下吉田 3-10-8） 

遊興施設 バー・スナック スナックかすみ（甲府市朝日 1-1-10） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ びーどろ（甲府市中央 1-2-3） 

令和 2 年 
９月 19 日 

遊興施設 バー・スナック Pub TenTen（甲府市上石田 2-37-17） 

遊興施設 バー・スナック CLUB Rosso（甲府市中央 1-4-8） 

遊興施設 バー・スナック 吉水庵（甲府市中央 1-1-7） 

遊興施設 バー・スナック 真珠（Pearl パール）（甲府市上石田 4-1-32） 

運動施設 フィットネスクラブ プロシード甲府（甲斐市⻑塚 237） 令和 2 年 
９月 24 日 遊興施設 バー・スナック 美香（甲府市上石田 1-14-37） 

遊興施設 バー・スナック CLUB will（甲府市中央 1-16-1） 

令和 2 年 
９月 26 日 

遊興施設 バー・スナック スナック 檪（甲府市相生 1-2-17） 

遊興施設 バー・スナック 白うさぎ（甲府市中央 4-4-24） 

遊興施設 バー・スナック クラブ エリタージュ（富士吉田市松山 1964-463） 

遊興施設 バー・スナック スナック SKY（富士吉田市下吉田 7500） 

遊興施設 バー・スナック スナックオアシス（富士吉田市下吉田 3-15-20） 

遊興施設 バー・スナック スナック楽（甲府市上石田 4-8-28） 

遊興施設 ライブハウス ライブハウスコンビクション（甲府市朝気 2-4-13） 

遊興施設 バー・スナック スナック赤い靴（甲府市中小河原町 596） 令和 2 年 
９月 29 日 

遊興施設 バー・スナック エアポート（甲斐市龍地 6651-1） 令和 2 年 
９月 30 日 遊興施設 バー・スナック スナックさやか（富士川町⻘柳町 1196） 

遊興施設 バー・スナック CLUB 悠葵（甲府市中央 1-13-7） 令和 2 年 
10 月 2 日 

遊興施設 バー・スナック ラウンジエアリーズ（甲府市中央 4-4-27） 令和 2 年 
10 月 7 日 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

運動施設 フィットネスクラブ ＸＸＸＧＹＭ（甲府市富竹 1-3-26） 

令和 2 年 
10 月 8 日 

運動施設 フィットネスクラブ 
Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｒ（中巨摩郡昭和町押越
1032-16） 

運動施設 フィットネスクラブ ＰＬＶ（甲府市国⺟ 6-6-8） 

遊興施設 バー・スナック カジュアル club Dona（甲府市中央 1-12-5） 

遊興施設 バー・スナック 幻夜（甲府市中央 1-15-8） 

遊興施設 バー・スナック Ainos（甲府市中央 1-13-7） 

令和 2 年 
10 月 9 日 

遊興施設 バー・スナック あいどまあ（都留市桂町 3886） 

遊興施設 バー・スナック 沙紺（甲府市丸の内 2-4-7） 

遊興施設 バー・スナック 美樹の店（甲府市飯田 4-3-4） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ華風（甲府市国⽟町 943-1） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ ブルーローズ（都留市田野倉 918-1） 

遊興施設 バー・スナック スナック Lien（甲府市中央 1-5-14） 令和 2 年 
10 月 10 日 

遊興施設 バー・スナック CLUB DULLIX（甲府市徳行 2-8-15） 令和 2 年 
10 月 14 日 

運動施設 フィットネスクラブ パーソナルジム ベルノア（甲斐市名取 35 牛田ビル１F） 令和 2 年 
10 月 15 日 

遊興施設 バー・スナック club RAVE（甲府市中央 1-16-6） 

令和 2 年 
10 月 21 日 

遊興施設 バー・スナック Lily（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック 綾乃（甲府市中央 1-6-8） 

遊興施設 バー・スナック ぐらす（甲府市国⺟ 4-19-54） 

遊興施設 バー・スナック シドニー（笛吹市石和町川中島 79-1） 

遊興施設 バー・スナック スナック笑（甲州市塩山熊野 56） 

遊興施設 バー・スナック スナック三鈴（甲州市塩山下於曽 1380） 

遊興施設 バー・スナック ちょっと Bar 恋（中央市布施 2459） 

遊興施設 バー・スナック ブルームーン（甲府市中央 4-3-20） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケ ヒバリ（甲府市上石田 2-37-10） 

遊興施設 バー・スナック スナック ミツコ（甲斐市⻄⼋幡 1861） 

令和 2 年 
10 月 22 日 

遊興施設 バー・スナック スナック リアリー（笛吹市石和町窪中島 87-1） 

遊興施設 バー・スナック セシボン（富士吉田市ときわ台 2-2-26） 

遊興施設 バー・スナック パブ・ゴールド（笛吹市石和町川中島 466-3） 

遊興施設 バー・スナック スナック此処（⻄⼋代郡市川三郷町市川大門 1373-6） 令和 2 年 
10 月 23 日 

運動施設 体育館等 
富士すばるランド体育館（南都留郡富士河口湖町船津字剣
丸尾 6663-1） 令和 2 年 

10 月 24 日 
遊興施設 バー・スナック 

クラッシャーズバー Ｃ−４（中巨摩郡昭和町清水新居
1239） 
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遊興施設 バー・スナック ちゅら海（甲府市湯村 3-2-24） 令和 2 年 
10 月 28 日 

遊興施設 バー・スナック 初音（アイリス）（笛吹市石和町川中島 57-1） 令和 2 年 
10 月 28 日 遊興施設 バー・スナック 椿（中巨摩郡昭和町河⻄ 622-6-5） 

遊興施設 バー・スナック フィリピンクラブ PEGASUS（中巨摩郡昭和町⻄条 874-1） 令和 2 年 
10 月 29 日 遊興施設 バー・スナック Linda（甲府市中央 1-12-9） 

遊技施設 マージャン店 麻雀 遊（甲府市徳行 3-9-1) 

令和 2 年 
10 月 30 日 

遊興施設 バー・スナック カラオケ喫茶歌ごえ（中巨摩郡昭和町紙漉阿原 58） 

遊興施設 バー・スナック さくら（中央市⻄花輪 3544-1） 

遊興施設 バー・スナック シャトレーン アナモ（南都留郡富士河口湖町船津 3486-1） 

遊興施設 バー・スナック スナックこうちゃん（富士吉田市上吉田東 1-9-34） 

遊興施設 バー・スナック トレビアン（甲府市上石田 3-10-10） 

遊興施設 カラオケボックス ウエスタンカラオケ TENT（都留市田原 2-14-11） 令和 2 年 
10 月 31 日 

遊興施設 バー・スナック ながらや（甲府市美咲 2-15-15） 令和 2 年 
11 月 3 日 遊興施設 バー・スナック 夢（中央市⻄花輪 3544-1） 

遊興施設 バー・スナック Lounge Platinum（甲府市中央 1-20-15） 
令和 2 年 

11 月 5 日 遊興施設 バー・スナック スナック 町⼦（甲府市相生 3-4-17） 

遊興施設 バー・スナック 暖（韮崎市穂坂町宮久保 6227-2） 

遊興施設 バー・スナック 居酒屋 遊人（甲府市中村町 15-7） 令和 2 年 
11 月 7 日 遊興施設 バー・スナック スナック葡萄（甲府市中央 4-4-28） 

運動施設 フィットネスクラブ サイボディ甲府和⼾店（甲府市和⼾町６９３） 令和 2 年 
11 月 10 日 

遊興施設 バー・スナック Secret Base M（甲府市千塚 3-1-36） 令和 2 年 
11 月 11 日 

遊興施設 バー・スナック L（富士吉田市下吉田 5-18-27） 令和 2 年 
11 月 13 日 遊興施設 バー・スナック スナック e'm（甲州市塩山上於曽 322-1） 

運動施設 フィットネスクラブ ＧＬＡＤ（韮崎市藤井町駒井 2661-1） 令和 2 年 
11 月 14 日 遊興施設 バー・スナック ラウンジ レオナ（甲府市北口 2-12-5） 

遊興施設 バー・スナック パブ ブルーリボン（笛吹市石和町川中島 481-1） 
令和 2 年 
11 月 18 日 遊興施設 バー・スナック ライブ＆カラオケ ママン（中巨摩郡昭和町河⻄ 621-2） 

遊興施設 カラオケボックス 昼カラオケ 楽歌声（笛吹市春日居町国府 267-3） 

遊興施設 バー・スナック スナック花あかり（都留市上谷 2-2-22） 令和 2 年 
11 月 19 日 遊興施設 バー・スナック スナックやっほ（都留市上谷 6-7-2） 

運動施設 フィットネスクラブ STEP・APPLE  SPORTS（甲府市国⺟ 6−2−35） 令和 2 年 
11 月 27 日 遊興施設 バー・スナック Lounge はる美（甲府市中央 1-14-8） 
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遊興施設 バー・スナック カラオケスナック 梔（甲府市上石田 4-8-28） 

令和 2 年 
11 月 27 日 

遊興施設 バー・スナック クラブ不夜城（中巨摩郡昭和町⻄条 874） 

遊興施設 バー・スナック グランマ（甲府市徳行 1-7-2） 

遊興施設 バー・スナック スナック恵（中巨摩郡昭和町⻄条 202） 

遊興施設 バー・スナック スナック⺒幸（南アルプス市飯野 3611） 

遊興施設 バー・スナック フロム サウス ウエスト（甲府市上石田 4-8-28） 

遊興施設 バー・スナック シークレット（笛吹市石和町四日市場 1751） 令和 2 年 
11 月 28 日 遊興施設 バー・スナック スナックみさき（⻄⼋代郡市川三郷町市川大門 632-14） 

遊興施設 バー・スナック JASMINE（笛吹市石和町松本 917-2） 
令和 2 年 

12 月 3 日 遊興施設 バー・スナック RIZE（富士吉田市下吉田 3-12-56） 

遊興施設 バー・スナック Wisteria Eve（甲府市徳行 2-5-3） 

遊技施設 ビリヤード ビリヤード杉原亭（都留市田原 4-1-6） 令和 2 年 
12 月 4 日 

遊興施設 バー・スナック club GEM（甲府市中央 1-20-3） 

令和 2 年 
12 月 5 日 

遊興施設 バー・スナック Dearest（甲府市中央 1-12-10） 

遊興施設 バー・スナック DINING&MUSIC PUB ELAL（甲府市中央 1-3-7） 

遊興施設 バー・スナック たまり場ゆき（富士吉田市上吉田 1-1-10） 

遊興施設 バー・スナック メイビュース（韮崎市藤井町駒井 2656） 

遊興施設 バー・スナック アスカ（中巨摩郡昭和町飯喰 1359-2） 

令和 2 年 
12 月 8 日 

遊興施設 バー・スナック Club A class（甲府市中央 1-16-6） 

遊興施設 バー・スナック Bliss（富士吉田市中曽根 1-2-64） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ ミラクル（富士吉田市下吉田 3-10-9） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ里美（富士吉田市下吉田 3-12-73） 

遊興施設 バー・スナック ヴァンヴェール（甲府市中央 1-13-5） 

遊興施設 バー・スナック SALON DE CRONOS（甲府市中央 1-6-6） 令和 2 年 
12 月 9 日 

遊興施設 バー・スナック リンダクラブ（都留市上谷 3-3-9） 令和 2 年 
12 月 10 日 遊興施設 カラオケボックス Rocky（甲府市富士見 1-2-7） 

遊興施設 ナイトクラブ The music space juju（甲府市中央 1-1-17） 

令和 2 年 
12 月 12 日 

遊興施設 バー・スナック Bar Black Jack（甲府市中央 1-20-15） 

遊興施設 バー・スナック スナック K（甲府市中央 1-2-4） 

遊興施設 バー・スナック スナック RAIMU（甲府市住吉 5-6-31） 

遊興施設 バー・スナック ブルーベリーズ（北杜市須⽟町若神⼦ 3964-1） 

遊興施設 バー・スナック PUB KC（甲府市中央 1-15-5） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊興施設 バー・スナック カラオケ喫茶 ⻘空（甲府市大里町 2825-1） 

令和 2 年 
12 月 15 日 

遊興施設 バー・スナック ふみこ歌謡教室（大月市富浜町鳥沢 2911-1） 

遊興施設 バー・スナック 音酒場キーストーン（笛吹市石和町⼋田 41-1） 

遊興施設 バー・スナック キララ（笛吹市石和町川中島 1037） 

遊興施設 バー・スナック スナック優（甲州市勝沼町綿塚 167） 

遊興施設 バー・スナック BONITA（甲府市中央 1-12-1） 

令和 2 年 
12 月 16 日 

遊興施設 バー・スナック Suntory らん（甲府市丸の内 2-18-1） 

遊興施設 バー・スナック クラブ レギャン（甲府市中央 1-15-10） 

遊興施設 バー・スナック パブハウス ティファニー（甲府市徳行 1-11-5） 

運動施設 武道館 金国煥テコンドースクール（甲府市大里町 2426-3） 

令和 2 年 
12 月 18 日 

遊興施設 バー・スナック CHELSEA（甲府市上石田 1-17-22） 

遊興施設 バー・スナック 明（甲府市上石田 2-37-12） 

遊興施設 バー・スナック スナック ガーデン（甲府市上石田 2-39-18） 

遊興施設 バー・スナック スナックふらっと（甲府市国⺟ 3 丁目 11-20） 

遊興施設 バー・スナック 凛（甲府市中央 1-18-16） 

遊興施設 バー・スナック ダウンタウン（富士吉田市下吉田 4-1-5） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ Mammy（富士吉田市下吉田 3-10-8） 

遊興施設 バー・スナック カラオケスナック リッキ（山梨市上石森 530） 

遊興施設 バー・スナック パブ ウインク（山梨市小原⻄ 974-1） 

遊興施設 バー・スナック スナックパンドラ（甲斐市⽟川 256-1） 

遊興施設 バー・スナック 招き猫（甲斐市中下条 1232-1） 

遊興施設 バー・スナック 瑠花（笛吹市石和町川中島 505-7-1） 

遊興施設 バー・スナック ソシアルサロン 錦（南都留郡⻄桂町小沼 101-2） 

遊興施設 カラオケボックス 居酒屋＆カラオケ 四季（南アルプス市小笠原 113-1） 

令和 2 年 
12 月 19 日 

遊興施設 カラオケボックス あすか歌謡ルーム（中央市中楯 21-1） 

遊興施設 バー・スナック スナックさくらんぼ（山梨市七日市場 561-1） 

遊興施設 バー・スナック スナック Ray（甲州市塩山上於曽 322-1） 

遊興施設 ライブハウス Feel Rock CAFÉ（甲府市湯村 3-10-10） 

遊興施設 バー・スナック カラオケ喫茶 ⻘空（甲府市大里町 2825-1） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケ広場はな（大月市御太刀 2-8-19） 

遊興施設 バー・スナック カラオケスナックゆう（甲斐市篠原 3058-1） 令和 2 年 
12 月 23 日 遊興施設 バー・スナック スナック ヴィラ（南都留郡山中湖村平野 506-1） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊興施設 バー・スナック スナック ヴィラ（南都留郡山中湖村平野 506-1） 

令和 2 年 
12 月 23 日 

遊興施設 バー・スナック CEBU（富士吉田市下吉田 3-16-4） 

遊興施設 バー・スナック バーオアシス（都留市中央 2-6-9） 

遊興施設 バー・スナック 寄り逢い処（甲府市中央 1-20-20） 

遊興施設 バー・スナック Limo royal lounge（甲府市中央 1-3-7） 

令和 2 年 
12 月 24 日 

遊興施設 バー・スナック 蘭ファースト（富士吉田市⻯ヶ丘 3-3-5） 

遊興施設 バー・スナック スナック 朝⼦（甲府市徳行 1-11-5） 

遊興施設 バー・スナック スナック フレンズ純（甲府市住吉 5-7-12） 

遊興施設 バー・スナック セルセ（甲府市中央 1-2-5） 

遊興施設 バー・スナック スナック リバティ（都留市田野倉 1334） 

遊興施設 バー・スナック ラベンダー（富士吉田市下吉田 3-24-10） 

遊興施設 バー・スナック パブ ラウンジ姫（富士吉田市上吉田東 2-1-30） 

遊技施設 マージャン店 麻雀荘 卓（甲府市丸の内 3-26-13） 令和 2 年 
12 月 25 日 

遊興施設 バー・スナック スナック カトレア（都留市上谷 2-2-22） 

令和 2 年 
12 月 26 日 

遊興施設 バー・スナック 家呑み（都留市上谷 2-2-10） 

遊興施設 バー・スナック スナックあん（都留市上谷 2-170-30） 

遊興施設 バー・スナック スナックさちこ（都留市中央 1-4-22）  

遊興施設 バー・スナック スナック園（都留市上谷 2-2-22） 

遊興施設 バー・スナック スナック愛華（都留市上谷 2-2-10） 

遊興施設 バー・スナック SNACK しゅしゅ（都留市田原 2-13-1） 

遊興施設 バー・スナック スナック雪んこ（都留市上谷 2-2-10） 

遊興施設 バー・スナック スナック菱（都留市田原 2-15-14） 

遊興施設 バー・スナック BONITA（都留市上谷 2-2-22） 

遊興施設 バー・スナック Feel（甲府市上石田 3-9-1） 

令和 2 年 
12 月 29 日 

遊興施設 バー・スナック スナック Fool's（甲府市高畑 1-2-42） 

遊興施設 バー・スナック スナックすみれ（甲府市中央 4-3-25） 

遊興施設 バー・スナック スナックまよい⼦（甲府市大里町 2825-1） 

遊興施設 バー・スナック ナイト・スポット K（甲府市丸の内 1-4-19） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジエル（甲府市⻑松寺町 7-12）  

遊興施設 バー・スナック ラウンジ葉月（甲府市上石田 3-7-12） 

遊興施設 バー・スナック Ohana（富士吉田市上吉田 1-1-5）   

遊興施設 バー・スナック sense（富士吉田市下吉田 3-25-17）  
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊興施設 バー・スナック 可憐（富士吉田市下吉田 3-16-3） 

令和 2 年 
12 月 29 日 

遊興施設 バー・スナック スナック ROSE（富士吉田市松山 5-10-2）  

遊興施設 バー・スナック スナック モア（富士吉田市上吉田 4249-1）  

遊興施設 バー・スナック スナック リボン（富士吉田市下吉田東 3-18-6） 

遊興施設 バー・スナック ミスコリア（富士吉田市下吉田三丁目 11-8） 

遊興施設 バー・スナック 江の月（山梨市上神内川 1234-1） 

遊興施設 バー・スナック スナックもれの（山梨市小原⻄ 910-2） 

遊興施設 バー・スナック ダイニングバー ユカリ（大月市七保町下和田 99-1-1） 

遊興施設 バー・スナック 雅璃（南アルプス市飯野 3609-2） 

遊興施設 バー・スナック クラブ ジャパン（甲斐市⻄⼋幡 1864） 

遊興施設 バー・スナック スナックめだか（笛吹市石和町川中島 1607-81） 

遊興施設 バー・スナック スナック花暦（甲州市塩山上於曽 47）  

遊興施設 バー・スナック ニューオリーブ（中央市山之神 3394） 

遊興施設 バー・スナック スナック杉の木（中巨摩郡昭和町築地新居 232-1） 

遊興施設 バー・スナック スナック窓（中巨摩郡昭和町河⻄ 622-5）  

遊興施設 バー・スナック ライン（中巨摩郡昭和町⻄条 5155） 

遊興施設 ライブハウス フォーク酒場ジュゲム（富士吉田市下吉田 3-16-22） 

遊技施設 マージャン店 麻雀荘 ふれあい（笛吹市石和町川中島５４９−１） 

令和 3 年 
1 月 7 日 

遊興施設 バー・スナック はんなり（笛吹市石和町川中島４６５−１） 

遊興施設 バー・スナック ラグジュアリー（富士吉田市下吉田３−２１−３５） 

遊興施設 バー・スナック スナック 久美（中巨摩郡昭和町河⻄ 621-1）  

遊興施設 バー・スナック スナック魔女（南アルプス市古市場 733-3） 

遊興施設 バー・スナック 和加奈（南巨摩郡富士川町天神中條 1037-1）   

遊興施設 バー・スナック じじ＆ばば（笛吹市石和町川中島 466-1） 

遊興施設 バー・スナック ラウンジ聖（富士吉田市緑ヶ丘 2-5-4） 

遊興施設 バー・スナック ル・プアゾン（富士吉田市上吉田東 1-1-31） 

遊興施設 バー・スナック チェリー（甲府市千塚 3-4-19） 

遊興施設 バー・スナック スナック ラブ（甲斐市篠原 880-1） 

遊興施設 バー・スナック snack bar Jasmine（甲府市上石田 3-7-12） 

遊技施設 マージャン店 麻雀クラブ セブンツー（甲府市朝日 1-7-14） 令和 3 年 
1 月 8 日 

遊興施設 バー・スナック Figaro（甲府市中央 1-16-1） 令和 3 年 
1 月 14 日 遊興施設 バー・スナック スナック ゆかり（甲府市富竹 2-7-7） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊興施設 バー・スナック 遊来（甲府市中央 1-20-4） 

令和 3 年 
1 月 14 日 

遊興施設 バー・スナック ウイング（都留市中央 1-5-9） 

遊興施設 バー・スナック スナック GONJI（都留市上谷 2-2-10） 

遊興施設 バー・スナック スナック ジュテム（都留市中央 1-4-22） 

遊興施設 バー・スナック パブ喫茶 金糸雀（韮崎市中央町 9-2） 

遊興施設 バー・スナック スナックれんが（南アルプス市藤田 1515） 

遊興施設 バー・スナック スナック こすもす（笛吹市石和町市部 478） 

遊興施設 バー・スナック すなっくニューホワイト（笛吹市石和町川中島 91-1） 

遊興施設 バー・スナック ナイト アンド デイ（笛吹市石和町川中島 92-3） 

遊興施設 バー・スナック 居酒屋カラオケ 水蓮（甲州市勝沼町綿塚 167-2） 

遊興施設 バー・スナック あんな（中巨摩郡昭和町河⻄ 622） 

 
※個別に解除された時点で、施設名称等を県のホームページに追加で公表します。 

 ※上記の施設において感染が確認された場合又は感染防止対策が徹底されていないことが確認され
た場合においては、改めて当該施設に対して休業等の協力要請を行います。  
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別紙３ その他適切な感染防止対策の徹底の協力を要請する施設 

 

施設の種類 内訳 
別紙４「適切な感染防止対策」に

加えて特に協力要請を行う内容等 

医療施設 病院、診療所、薬局 等  

社 会 福 祉 施 設
等 

保育所、放課後児童クラブ 等 
・消毒液の設置、施設内の消毒、換

気の徹底等を要請 高齢者、障害者など特に支援が必要な
方々の居住や支援に関するサービスを
提供する全ての施設 等 

生 活 必 需 物 資
販売施設 

卸売市場、食料品売場、コンビニエンス
ストア、百貨店、ホームセンター、スー
パーマーケット、ショッピングモール
における生活必需物資売場 等 

・利用者の入場制限、行列を作ら
ないための工夫や列間隔の確保
等を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

・レジ等での対面接客時における
距離の確保やパーティション設
置等を要請 

食事提供施設 
飲食店（居酒屋、接待及びカラオケを伴
わないバー・スナックを含む。）、料理
店、喫茶店 等（宅配・テイクアウトサ
ービスを含む。） 

・利用者の入場制限、座席の間隔
を空ける工夫等を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

住宅・宿泊施設 
ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は
下宿、別荘、サービス付き高齢者向け住
宅 等 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

・利用者の不要不急の外出自粛の
呼びかけを要請 

博物館等 博物館、美術館、図書館 等 
・利用者の入場制限、利用者間の

距離の確保等を要請 
・消毒液の設置、施設内の消毒、換

気の徹底等を要請 

交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、物
流サービス（宅配等） 等 ・換気の徹底等を要請 
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施設の種類 内訳 
別紙４「適切な感染防止対策」に

加えて特に協力要請を行う内容等 

工場等 工場、作業場 等 ・換気の徹底、作業者間の距離の
確保等の協力を要請 

金融機関等・官
公署等 

銀行､証券会社､保険､官公署､事務所 
等 

・テレワークの一層の推進等を要
請 

入浴施設 銭湯、温泉施設 等 
・利用者の入場制限、消毒液の設

置、施設内の消毒、換気の徹底等
の協力を要請 

葬儀施設 葬儀場、火葬場 ・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

運動施設 
（屋外） 陸上競技場、球技場、ゴルフ場 等 

・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

・施設のうち屋内部分について
は、使用停止等の感染防止対策の
徹底の協力を要請 

観光施設等 
キャンプ場、登山道、山小屋、観光施設
及びこれに付随する物産販売店や駐車
場、観光果実園 等 

・利用者の入場制限、行列を作ら
ないための工夫や利用者間の距
離の確保等の協力を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等の協力を要請 

文化施設等 天然記念物、有形文化財、史跡、無形⺠
俗文化財 等 

・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

その他 メディア、質屋、獣医、理美容、ランド
リー 等 

・換気の徹底、利用者間の距離の
確保等の協力を要請 
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別紙４ 適切な感染防止対策 
 

目的 具体的な取組例 

発熱者等の施設への入場防止 

・従業員の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状（※）が
ある従業員の出勤を停止  

※ 例えば、平熱より１度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、 
嘔吐・下痢等の症状  

・来訪者の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状（※）が
ある来訪者の入場を制限  

３つの「密」 
（密閉・密集・密接）の防止 

・店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列
間隔の確保（約 2m 間隔の確保） 

・換気を行う 
（可能であれば 2 つの方向の窓を同時に開ける） 

・密集する会議の中止 
（対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用） 

飛沫感染、接触感染の防止 

・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗
いの励行 

・来訪者のマスク着用、入店時等における手指の消毒、咳
エチケット、手洗いの励行 

・店舗・事務所内の定期的な消毒 

移動時における感染の防止 

・ラッシュ対策 
（時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進） 

・従業員の出勤数の制限 
（テレワーク等による在宅勤務の実施等） 

・出張の中止（電話会議やビデオ会議などを活用）、来訪
者数の制限 
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別紙５ イベント等の開催の目安 
 
 
１ イベント等の開催の目安について 

（１）収容定員が設定されているイベント等の人数については、必要な感染防止対策が担
保される場合（下記２（１））には、次に掲げる人数上限及び収容率要件による人数
のいずれか小さい方を限度とし、それ以外の場合には、人数上限 5,000 人以下かつ収
容定員の半分程度を限度とする。 

また、参加者が 1,000 人を超えるものについては、施設管理者又はイベント等の主
催者は、あらかじめ山梨県の確認を受けること。 
ア 人数上限の目安 

人数の上限は、5,000 人又は収容定員の 50％のいずれか大きい方とする。 
イ 収容率の目安 

収容率の上限は、大声での歓声等がないことを前提としうる場合（下記２（２））
については 100％とし、大声での声援等が想定される場合等については、参加者の
位置が固定され入退場時や区域内の適切な行動確保ができるものは、異なるグルー
プ又は個人間では１席空けること（このため、同一グループ（5 名以内に限る。）内
では座席等の間隔を設ける必要はなく、結果として、参加人員は収容定員の 50％を
超えることもありうる。）。 

（２）収容定員が設定されていないイベント等については、人と人との適切な距離を確保
することとし、大声での歓声等がないことを前提としうるものにあっては密が発生し
ない程度の間隔、それ以外のものにあっては十分な人と人との間隔（１ｍ）を確保す
ること。 

（３）全国的又は広域的な人の移動が見込まれるイベント等や参加者の把握が困難なイベ
ント等については、中止を含めて慎重に検討することとし、開催する場合には十分な
人と人との間隔（１ｍ）を設けること。 

   地域で行われる盆踊り等、全国的又は人の移動が見込まれない行事であって参加者
がおおよそ把握できるものについては、適切な感染防止策を講ずるとともに、接触確
認アプリ（COCOA）の活用や参加者の連絡先等の把握を徹底すること。 

 
 
２ 必要な感染防止対策が担保される場合等の要件について 

（１）必要な感染防止対策が担保される場合について 
上記１（１）の必要な感染防止対策が担保される場合とは、次に掲げる要件を満た

すものとして、施設管理者及びイベント等の主催者の双方において確認された場合と
する。 

  ア 徹底した感染防止等 
   ①マスク常時着用の担保 
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   ・マスク着用状況を確認し、個別に注意等を行い、マスクの常
時着用を求めることができる体制整備 

・マスクを持参していない者がいた場合は主催者側で配布・販
売を行い、マスク 100%を担保 

   ②大声抑止の担保 ・大声を出す者がいた場合に、個別に注意等ができる体制整備 
・演者が歌唱等を行う場合、舞台から観客まで一定の距離を確 

保（最低２ｍ） 
・スポーツイベント等でラッパ等の鳴り物を禁止し、個別に注 

意等ができる体制整備 
  イ 基本的な感染防止等 
   ①手洗奨励    ・こまめな手洗いの奨励 
   ②消毒徹底    ・主催者側による施設内（出入口、トイレ、ウイルスが付着し

た可能性のある場所等）のこまめな消毒、消毒液の設置、手
指消毒 

   ③換気      ・法令を遵守した空調設備の設置、こまめな換気 
   ④密集の回避   ・入退場時の密集回避（時間差入退場等）、待合場所等の密集 

回避 
   ⑤身体的距離の確保・大声を伴う可能性のあるイベントでは隣席との身体的距離の

確保。具体的には、同一の観客グループ間（５名以内に限
る。）では座席を空けず、グループ間は１席（立席の場合１
ｍ）空ける。 

            ・演者が発声する場合には、舞台から観客の間隔を２ｍ確保 
            ・混雑時の身体的距離を確保した誘導、密にならない程度の間

隔（最低限人と人とが触れ合わない程度の間隔） 
   ⑥食事の制限   ・食事用に感染防止策を行ったエリア以外での食事の制限 
            ・休憩時間中及びイベント等の前後の食事による感染防止の 

徹底 
            ・過度な飲酒の自粛 
            ・食事は⻑時間マスクを外すことが想定され、隣席への飛沫感 

染のリスクを高めるため、収容率が 50％を超える場合、飲 
食可能エリア以外（例：観客席等）は原則自粛。（発声がな
いことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保、会話が想定
される場合の飲食禁止、十分な換気、連絡先の把握、食事時
間の短縮を行う場合に限り、食事可） 

   ⑦参加者の制限  ・入場時の検温、入場を断った際の払い戻し措置等（ただし、
発熱者・有症状者の入場は断る等のルールをイベント開催前
に明確に規定し、当該規定を十分周知している場合は払い戻
し不要） 

⑧参加者の把握  ・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握 
         ・接触確認アプリ（COCOA）の奨励 
⑨演者の行動管理 ・有症状者は出演・練習を控える 
         ・演者・選手等と観客が催物前後・休憩時間等に接触しない 

よう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそ 
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れがあるイベントについては開催を見合わせる 
            ・合唱等、声を発出する演者間での感染リスクへの対処 

⑩催物前後の行動管理  
・イベント等の前後の感染防止（交通機関・飲食店等の分散利 

用）の注意喚起 
⑪ガイドライン遵守の旨の公表 

 ・主催者及び施設管理者が、各業界団体等が作成する感染拡大
予防ガイドライン又は国において示された業種別ガイドライ
ンに従った取組を行う旨、HP 等で公表 
 

ウ イベント等の開催の共通の前提 
 ○入退場やエリア内の行動管理 
          ・広域的なこと等により入退場や区域内の行動管理ができない 

ものは開催を慎重に検討 
 
（２）大声での歓声等がないことを前提としうる場合の要件について 

上記１（１）イの大声での歓声等がないことを前提としうるイベント等とは、施設
管理者において次の全てを満たすことが確認された場合とする。 
ア これまでの当該イベント等の出演者等による類似のイベント等の開催実績におい

て、参加者が歓声、声援等を発し又は歌唱する等の実態がみられていないこと。開
催実績がない場合、類似の出演者によるこれまでのイベント等に照らし、観客が歓
声、声援等を発し又は歌唱することが見込まれないこと。 

イ これまでの開催実績を踏まえ、マスクの着用も含め、個別の参加者に対して感染
防止対策の徹底（上記２（１））が行われること。 

ウ 発声する演者と観客間の距離が適切に保たれている等、感染防止対策が業種ごと
に策定された感染拡大防止ガイドライン（国において示された業種別のガイドライ
ン）に盛り込まれ、それに則った感染防止対策が実施されること。 
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※全てのイベント等において感染防止対策を実施していただくことが前提となります

１．収容定員が設定されている場合 ❶人数上限と❷収容率上限のいずれか小さい方

❶人数上限 ❷収容率上限 ❶人数上限 ❷収容率上限 ❶人数上限 ❷収容率上限

10,000人超
収容人数の

50％
収容人数の

50％

5,000超～10,000以下

1,000超～5,000以下

1,000人以下

２．収容定員が設定されていない場合

設定なし

区分 開催の目安

①　全国的又は広域的な人の移動が見込ま
れるもの／参加者の把握が困難なもの

②　地域で行われる盆踊り等、全国的又は広
域的な人の移動が見込まれない行事であっ
て参加者がおおよそ把握できるもの

感染防止対策の徹底が担保
※施設管理者・イベント主催者の双方で確認

5,000人 100%

大声での声援等なし
※施設管理者が確認

イベント等の開催の目安（12/1～2/28）

区分
（収容人員）

5,000人 50%

感染防止対策の徹底が担保
されない

※施設管理者・イベント主催者の双方で確認大声での声援等あり
※施設管理者が確認

※1,000人超のイベント等は、県が感染防止対策徹底の担保状況を確認

　　　  50％
※席がある場合：異
なるグループ等の間
で１席空けることと
し、この場合は収容
定員の50％を超える
こともありうる。

5,000人

密が発生しない程度の間隔 十分な間隔（１ｍ）

３．地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
　　（参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができないイベント）

区分
（収容人員）

開催の目安

大声での声援等なし 大声での声援等あり

中止を含めて慎重な検討を促す
十分な間隔（１ｍ）の維持が困難な場合は開催について慎重に判断

適切な感染防止策の徹底、COCOA活用や参加者の連絡先等の把握

（参考１） 
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（参考２）  各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの（想定されるものの例） 

大声での歓声・声援等がないことを 
前提としうるものの例 

大声での歓声・声援等が 
想定されるものの例 

音楽 音楽 

クラシック音楽（交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲、器楽曲、声
楽曲 等）、歌劇、楽劇、合唱、ジャズ、吹奏楽、⺠族音楽、歌謡曲 

等のコンサート 
ロックコンサート、ポップコンサート 等 

演劇等 スポーツイベント 

現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュージカル、読み聞かせ、手話パフ
ォーマンス 等 サッカー、野球、大相撲 等 

舞踊 公営競技 

バレエ、現代舞踊、⺠族舞踊 等 競馬、競輪、競艇、オートレース 
伝統芸能 公演 

雅楽 、能楽、⽂楽・人形浄瑠璃 、歌舞伎、組踊 、邦舞 等 キャラクターショー、親⼦会公演 等 
芸能・演芸 ライブハウス・ナイトクラブ 

講談、落語、浪曲、漫談、漫才、奇術 等 ライブハウス・ナイトクラブにおける各種イベント 
公演・式典 

※遊園地（いわゆる絶叫系のアトラクション）についても同様の考え方
を適用 各種講演会、説明会、ワークショップ、各種教室、行政主催イベン

ト、タウンミーティング、入学式・卒業式、成人式、入社式 等 
展示会  

各種展示会、商談会、各種ショー  
※映画館、美術館、博物館、動植物園、水族館、遊園地等についても同
様の考え方を適用  

（注） ・上記は例示であり、実際のイベントが上のいずれに該当するかについては、大声での歓声・声援等が想定されるか否かを個別具体的に判断する必要がある。 

   ・イベント中（休憩時間やイベント前後を含む。）の食事を伴うものについては、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」として取り扱わない。 

 


